ライオンのCSR

CS R重要課題に関する

中期経営計画（V-2:2015～2017年）に
おける目標と2016年実績

ライオンが特定したCSR重要課題において、2017年中期目標の達成に向けた活動を推進しました。

国内においては、毎年実施している部所横断型の委員会での活動に加えて、従業員の多様性および
ワーク・ライフ・バランスを推進する施策やe-ラーニングによる各種研修などを実施しました。海外に
おいては、国や地域によって異なる法律・文化・習慣の違いを考慮しつつ、それぞれのグループ企業の
状況をふまえて順次活動を進めました。
中核主題

目指す姿

重要課題

2017年中期目標
国内 CSR方針としての

ライオン企業行動憲章の浸透

海外 CSRに関する方針の周知徹底

ライオングループの
CSR管理体制の構築
国内 目標の進捗管理

組織統治

社会から信頼され続ける
健全な経営体制の維持

海外 目標の設定と進捗管理

リスクマネジメントの推進

コンプライアンスの浸透／
内部統制

国内 多面的な想定に基づいた

事業継続計画（BCP）の継続運用

国内 コンプライアンス意識の啓発

海外 内部統制システムの強化

人権に関する方針の
策定と周知

国内 人権方針としての

ライオン企業行動憲章の浸透

国内 サプライヤーによるCSR活動の

人権

人権を尊重する
体制の整備

セルフチェックの推進とフィードバック

人権
デューディリジェンス＊1

国内 ホットラインの周知、

相談・通報案件への対応

海外 社内通報・相談窓口の設置と運用
＊1 人権に関連する悪影響を認識し、防止し、対処するために組織が実施すべきステップ。
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ライオンの

持続可能な開発目標（SDGs）

C
S
R

当社下表の重要課題の列に記載している番号は、ライオ

ンが事業を通じてその達成に貢献したいと考えている

組織統治

SDGsの番号です。

これらの番号は、当社の事業戦略および事業展開国が抱

える課題の大きさをふまえ特定※しました。

各 SDGs の達成に向けたライオンとしての目標および

KPI は、ライオンの事業の方向性を勘案しつつ今後検討し

ていきます。

国際連合
広報センター
Webサイトより引用

当社WebページのURL

p30

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/compliance/

ー

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/compliance/

●CSR報告書・Webによる進捗の公開（年1回実施）

p14-17

http://www.lion.co.jp/ja/csr/lion_csr/promotion/vision.php

●CSR報告書・Webによる進捗の公開（年1回実施）

p14-17

http://www.lion.co.jp/ja/csr/lion_csr/promotion/vision.php

●ライオン企業行動憲章に関するe-ラーニングの実施

（年１回実施）

●CSR方針のオフィスでの掲示

●CSR方針が記載されたハンドブックを従業員に配布

労働慣行

CSR報告書2017
関連情報ページ

2016年実績

人 権

※ IAEG-SDGs （SDGs 指標に関する機関間専門家グループ） が検討中
の指標および SDG Index & Dashboards に掲載されている指標を参考
にしました。

環 境

●執行役員会でのBCPの確認と見直し実施（年1回実施）

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/risk/

p30

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/compliance/

●コンプライアンス意識調査アンケートの実施

回答対象にパート社員も加え対象範囲を拡大
（年1回実施、2016年回答率98％）
●e-ラーニングによるコンプライアンス、
セクハラ・パワハラ、
インサイダー取引などに関する研修の実施
●財務報告に係る内部統制の導入および評価実施

（年１回実施）

●サプライヤーのCSR活動のセルフチェックと、
サプライヤー

への評価結果のフィードバック実施（年1回実施）

（年1回実施、2016年周知率98％）

●すべての案件への対応と収拾

●社内外通報窓口、
社内相談窓口の設置と運用

●コンプライアンス教育を通じて社内にホットラインを周知

p31

http://www.lion.co.jp/ja/csr/humanrights/duediligence/

p42-43

http://www.lion.co.jp/ja/csr/businesscustom/procurement/

p30

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/compliance/

p30

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/compliance/
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コ ミ ュニ テ ィへ の 参 画
および発展

●コンプライアンス意識調査アンケートによる周知

http://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2016/
消費者課題

●ライオン企業行動憲章に関するe-ラーニングの実施

ー

公正な事業慣行

p29

中核主題

目指す姿

重要課題

2017年中期目標
国内 目標管理制度の実施による

PDCA推進施策の浸透
グローバル人材の育成

人材育成・活性化
プログラムの推進

国内 多様な人材の活躍推進プログラムの充実

～女性のキャリア形成支援施策実施～

労働慣行

環境

公正な
事業慣行

従業員のモラールと
モチベーションの
向上による意識変革

「環境対応先進企業」
としての持続可能な
社会の発展への貢献

働きやすい職場づくり

従業員の健康管理の推進

国内 従業員に健康でいきいきと働いて

ライオングループの労働
安全衛生管理体制の充実

国内 「安全衛生防災マネジメントシステム」

先進的な環境への取り組み

国内

汚染の予防

CSR調達の推進

もらうための環境整備

に基づく労働安全と設備安全の充実
海外 「Eco Vision 2020」の
推進と進捗管理

国内 汚染予防対策の推進

国内 化学物質管理体制の充実
国内 サプライヤーによるCSR活動の

セルフチェックの推進とフィードバック

国内 「Eco Vision 2020」の

推進と進捗管理

持続可能な社会の発展に
貢献する商品・情報の提供

くらしに役立つ生活情報の
発信と啓発活動

消費者課題

ワーク・ライフ・バランスの推進

海外 経営と従業員との対話機会の充実

ライオングループの化学物質管理の充実

バリューチェーン全体
でのCSR活動の推進

国内 健康いきいき施策による

安全で安心な
商品づくりによる
お客様満足の追求

ライオングループの品質
保証体制の充実

国内 商品を通じた生活者の

環境啓発活動の推進

国内 ライフスタイル・ライフステージに

応じた健康で快適な生活に寄与する
情報発信の拡充

国内 品質保証管理体制の充実

海外 各国規制対応の強化と

お客様対応の充実

情報セキュリティ対策の
推進

コミュニティ
参画および
発展
16

社会や地域との共存
共栄／健康・快適・
環境分野での社会の
発展への貢献
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健康で快適な
生活習慣づくりにつながる社会
貢献プログラムの充実

国内 情報セキュリティ対策の推進
海外 情報セキュリティ管理体制の充実
国内

海外 口腔保健啓発活動の推進
～予防歯科
（セルフケアとプロフェッショナル
ケアの推奨）の推進、保健指導者向け、
子どもへの教育・啓発など～

国内

海外 清潔衛生啓発活動の推進
～子どもの手洗い・うがい啓発活動の
推進など～

●目標達成へのPDCAを回す取り組みを強化するための

目標管理制度と研修の推進

●マーケティング適性人材の発掘
●女性活躍推進法に基づき設定した行動目標の達成に向けた

取り組み

●障がい者雇用促進のための特例子会社
「ライオンともに
（株）
」
の設立
●次世代法第5期行動計画の推進
●労使対話の定期的な実施

当社WebページのURL

p32

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/development/

p33

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/various/

C
S
R

組織統治

●仕事と介護・仕事と育児の両立支援策の拡充

CSR報告書2017
関連情報ページ

ライオンの

2016年実績

p24-25,
34

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/work_life/

p32

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/relations/

p35

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/health/

p35

http://www.lion.co.jp/ja/csr/employee/prevention/

●各階層別研修において健康管理に関する研修の実施
●定期健康診断の実施（年1回実施）

●e-ラーニングシステムによるオーラルヘルスケア情報提供の強化

人 権

●定期健康診断において、
口腔内の清潔度などが測定できる

唾液検査システムの導入

●安全衛生防災会議による安全活動のPDCA推進

（年2回実施）

●環境目標「Eco

Vision 2020」の2017年目標に向けた
進捗管理の実施
●千葉工場 排水リサイクルシステムの本格稼働
●業界団体、
当社独自双方による河川水モニタリング
●化学物質情報管理体制の構築と運用
●サプライヤーのCSR活動のセルフチェックと、
サプライヤー

への評価結果のフィードバック実施（年1回実施）

●RSPO認証パーム油誘導体の継続購入

●エコ商品への環境ラベルの表示と情報公開
●ハブラシリサイクルプログラムの推進

p37

http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/enhancement/

p37-38

http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/enhancement/

p42-43

http://www.lion.co.jp/ja/csr/businesscustom/procurement/

p36-37,
43

http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/ecovision2020/
http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/guide/

p48

http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/communication/
http://www.lion.co.jp/ja/csr/report/pdf/2016-p24-25.pdf

p47

http://www.lion.co.jp/ja/csr/consumer/communication/

環 境

●環境保全推進委員会による進捗管理（年2回実施）

http://www.lion.co.jp/ja/csr/env/ecovision2020/
労働慣行

●法定および自主基準による排気・排水管理の徹底

p26-27,
36-41,
43

●「暮らしのマイスター」
による生活情報の創造・蓄積・発信

（オーラリシス、オーラルコム）

●生活情報メディア
「Lidea」による情報公開と、蓄積された

情報を活用したコミュニケーションの実施

●CS/PL委員会による品質保証活動のPDCA推進

（年2回実施）
●化学物質情報管理体制の構築と運用
●e-ラーニングによる
「品質保証の基礎」に関する研修の実施
●広告管理体制の強化
お客様対応の強化

●各国法規制への対応力強化
●e-ラーニングによる情報セキュリティ、
ソーシャルメディアの

リスク、情報管理体制に関する研修の実施

●個人情報、
機密情報の漏洩を防止するための

各種対策の実施

●事業所周辺地域での歯みがき啓発活動の実施

●幼稚園・保育所などでの歯みがき啓発活動の実施
●アジア各国にて手洗い・うがい啓発活動の実施
●事業所周辺地域での手洗い啓発活動の実施

●幼稚園・保育所などでの手洗い啓発活動の実施

ー

http://www.lion.co.jp/ja/csr/consumer/opinion/

p48

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/risk/

p48

http://www.lion.co.jp/ja/csr/management/risk/

p50

p18-23,
51

コ ミ ュニ テ ィへ の 参 画
および発展

●アジア各国・地域にて「全国小学生歯みがき大会」の実施

http://www.lion.co.jp/ja/csr/consumer/quality/

消費者課題

●お客様対応窓口やマーケティング部門などによる

p28,
30,3738,
44-46

http://www.lion.co.jp/ja/csr/community/oral/

http://www.lion.co.jp/ja/csr/community/overseas/

http://www.lion.co.jp/ja/csr/community/washing/
http://www.lion.co.jp/ja/csr/community/overseas/
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公正な事業慣行

●オーラルケアソリューションビジネスの推進
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